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新内科専門医研修
プログラムについて

専門研修プログラム統括責任者

聖マリアンナ医科大学病院・内科　安田　宏



“
各臓器別専門医の取得条件

初期研修後3年間の内科専門医研修
と

「新内科専門医」取得

＊旧・内科認定医は2021年で試験終了



本プログラムの理念

▷ 標準的かつ全人的な内科的医療の実践に必要な
知識と技能を修得。

▷ 神奈川県川崎北部医療圏、近隣医療圏において
地域の実情に合わせた実践的な医療を
3年間で研修する。
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内科専門研修の修了要件

修了要件

・内科領域56疾患群以上を網羅した
160症例以上の症例登録
うち80例までは初期研修の症例を
使用可能(担当指導医の承認が必要)

・29例の病歴要約
うち１例以上剖検
うち2例の外科転科症例

上記をJ-OSLER上で作成し承認
（担当指導医->研修委員長->院外査読委員）

その他の修了要件

・学会発表（2件）または論文発表

・学会参加（年1回）

・JMECC 受講
（Japanese Medical Emergency Care Course：内科救急講習会）

・指定講習会の受講
（下記のいずれか2回/年）
医療安全・感染制御・倫理講習会

・指導医とメディカルスタッフによる評価



プログラムの専攻医の人数（うち大学院生の人数）※三病院合計の人数

2020年度専攻医 2019年度専攻医 2018年度専攻医

総合診療内科 1 2（1） 0

呼吸器内科 1 3 0

循環器内科 4（1） １ 0

消化器・肝臓内科 3 2 3（1）

腎臓・高血圧内科 3 ２ 3（1）

代謝・内分泌内科 2（1） 2（1） 2

脳神経内科 2（2） 6（6） 1（1）

血液・腫瘍内科 0 0 0

リウマチ・膠原病・
アレルギー内科 2（1） 0 1

6



求められる疾患群・症例数・病歴提出数

3年次修了時

56疾患群.

(任意選択含む)

160症例以上.

(外来は16以上)

1年次修了時

20疾患群.

60症例以上.

2年次修了時

45疾患群.

(任意選択含む)

120症例以上.

病歴提出（3年間を通じて）

29症例.（外来は最大7症例）

領域毎に病歴数指定あり

外科転科症例　2症例を含む

剖検症例　1症例を含む



J-OSLER
専攻医登録評価システム

Online system for Standardized Log of
Evaluation and Registration of specialty training system
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J-OLER
https://www.naika.or.jp/nintei/j-osler/



J-OSLERの症例登録・病歴要約画面

▷ 症例登録 (160例　うち80例は初期研修の症例も可)

患者情報(年齢・入院期間など)
疾患項目
プロブレム(最低1個)：100字以内
症例の概要：500字以内
症例を経験しての自己省察：300字以内

＊この160例から、次の病歴要約の29例を選ぶ
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J-OSLERの症例登録・病歴要約画面

▷ 病歴要約(29例　うち14例は初期研修の症例も可)

▷ 以下の手引き・資料を参照

https://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/J-OSLER/Tebiki_ByorekiHyoka.pdf

https://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2018/03/byoureki_hyouka.pdf

https://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/J-OSLER/Tebiki_ByorekiHyoka.pdf
https://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/2018/03/byoureki_hyouka.pdf


https://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/J-OSLER/Guide.pdf

修了要件

・内科領域56疾患群以上を網羅した
160症例以上の症例登録
うち80例までは初期研修の症例を
使用可能(担当指導医の承認が必要)

・29例の病歴要約
うち１例以上剖検
うち2例の外科転科症例

上記をJ-OSLER上で作成し承認
（担当指導医->研修委員長->院外査読委員）

https://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/J-OSLER/Guide.pdf


https://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/J-OSLER/Guide.pdf

https://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/J-OSLER/Guide.pdf


▷ 症例指導医　
各内科での研修において、臨床的な指導医。
J-OSLERで160例の「症例登録」の
評価・承認を行う

専攻医へ症例登録以外の評価を行うことはない。
（病歴要約，技術・技能などの評価は担当しない）
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▷ 担当指導医　(3年間で1名。研修委員会で承認)
専攻医の研修施設に所属する指導医で
病歴要約の作成指導、総合的な指導・評価を担当
-> J-OSLERの評価担当

▷ ・初期研修中の経験症例の症例登録の評価も担当
・29症例の病歴要約の評価・指導も担当

・技術・技能評価・専攻医評価・多職種評価の担当
（年2回）

担当指導医（最も重要）



病歴指導医とプログラム統括責任者

▷ 病歴指導医(研修プログラム内の指導医)
「3年目開始時」に病歴要約29件を一次評価
（研修3年目以降の4月～8月末が評価期間です）

▷ プログラム統括責任者
病歴指導医が一次評価・承認した
病歴要約29件を確認し二次評価への提出を
承認する
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査読医

▷ 査読医
研修プログラム外の医師
J-OSLERを通じて病歴要約29件を二次評価
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担当症例を複数の専攻医が使用可能か

▷ 担当期間が重なっていないこと
->受持期間が違う場合は可能
->重なっている場合は、主に担当した専攻医のみ
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剖検症例を複数の専攻医が使用可能か

▷ 担当期間が重なっていないこと
->存命中の受持期間が違う場合は可能

▷ 剖検に立ち会うこと
->剖検の立ち会い医師の欄に記載が必要

▷ 病歴要約を作成すること
->病院サマリーの担当医に記載があること
->同一症例でも病歴要約を使い回さないこと
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JMECC
内科救急・ICLS講習会
Japanese Medical Emergency Care Course
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JMECC
受講料：無償　・テキスト代　9000円



JMECC開催概要

院内不定期開催　日曜日　9時～17時

2019 (開催場所) 専攻医受講数

1/20 (本院) 5名

5/12 (本院) 4名

6/16  (本院) 8名

7/ 8 (西部病院)  1名
8/25 (本院) 4名

2019年度の法人内開催実績は日本有数



待遇について　給与（額面）と健康保険

▷ 任期付助教　(私学共済)
固定給　208,560円　他 家族手当、住宅手当、通勤手当

▷ 大学院生・診療助手（私学共済）

固定給　135,000円　他 通勤手当

上記に加え通常月1回の宿日直・3回の宿直
宿直手当　11,000円 日直手当　12,500円



待遇について　外勤(研究日)と給与

▷ 外勤(研究日)
週1日の外勤（研究日）を各医局で手配

※ 特定の診療科に所属しない場合は
内科学講座代表 峯下先生が調整

半日 x 2日または全日1日
3年目の外勤の給与は 15-20万/月



待遇について　夏期休暇と有給休暇

▷ 夏期休暇
年間5日間保障(土日含まず)
取得時期は各ローテート科に応相談

▷ 有給休暇
医師は外勤日（研究日）が設定されているため
有給休暇はありません
*専攻医に限らず、全診療科の医師



研修中断時の対応について（学会通知）

▷ J-OSLERに登録された研修実績は保管される

▷ プログラムの中断や再開、変更の際に
プログラム責任者の了解が得られれば
そのまま利用可能

▷ 妊娠・出産による産前後の休職は最大6ヶ月まで認
められ、6ヶ月以内であれば研修期間を
延長する必要はない



本プログラムにおける妊娠・出産時の対応

▷ 妊娠・出産
出産予定月の6週間前から休職するケースが多い

体調に合わせた業務軽減　
必要時ローテート診療科の見直し
救命ローテ時期の変更を考慮
出産後は各診療科と協議し時短勤務も可能



本プログラムにおける妊娠・出産時の対応例

▷ 代内：産前2ヶ月、産後4ヶ月

▷ 消内：病院の規定に準じる
体調・希望により早めの産休も考慮

▷ 循内：平均して1～2ヶ月前から産休
育休6ヶ月
状況により妊活女性医師の
放射線業務免除・当直業務免除等



本プログラムにおける妊娠・出産の対応

▷ 最長で、子が1歳になる前日まで育休を取得可能
条件等により延長可
延長は最長で子が2歳になる前日まで
　※男性医師も同じ
　※育休の取得は入職後1年以上の方に限る

（当法人の初期研修修了時点で入職後2年に相当）
大学病院：敷地内保育園の紹介
多摩病院：上記の保育園の紹介
西部病院：敷地内保育園の紹介

▷ ベビーシッター補助（法人規定の補助）



本プログラムにおける体調の変化時の対応

▷ 産業医と面談のうえ業務制限・休職を勧める
場合がある

▷ 再就労時は馴らし勤務（時短など）を考慮

▷ 随時各所属科またはプログラム責任者が応相談

▷ あらかじめ体調、健康面に不安がある場合も
柔軟に対応するため、応相談



内科専攻医プログラムについて

▷ 研修医までの症例80例を活用し
後期研修の開始直後から症例登録を開始

▷ 豊富な症例数と
剖検症例数（H30 25例・H31 21例）

▷ プログラム全体で100名以上の指導医(2018時点)



内科専攻医プログラムについて

▷ 各自のキャリアプランやライフステージの
変化にも柔軟に対応

▷ JMECC講習など必修の講習会は院内で受講可能

▷ 修了要件となる学会発表や論文作成を奨励

▷ 本院・横浜市西部病院・川崎市立多摩病院
ごとの特色はこのあとのスライドで説明




